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受賞経験もある DocAve ソフトウェア プラットフォームの最新バージョンでは、SharePointの 

ガバナンス・コンプライアンス機能と移行および障害復旧が強化され、完全なデータ管理ソリューシ

ョンを提供します。 

 

ソーシャル エンタープライズ コラボレーション プラットフォームのためのガバナンス・コンプライアンス管理ソリューションを提供

する AvePoint(本社：米国ニュージャージ―州ジャージーシティ)の日本法人 AvePoint Japan 株式会社(本社：

東京都品川区港南、代表取締役：塩光献) は、本日、SharePoint ガバナンス とエンタープライズ レベルの管理を実

現する次世代の新しいプラットフォーム DocAve 6 サービス パック (SP) 3 の提供を日本で開始しました。 

 

DocAve 6 SP3 は、Microsoft SharePoint 2013 および SharePoint 2010 におけるガバナンス ポリシーの導

入、監視、強化をシンプルに実現することのできるソリューションです。多くの機能を完全統合した DocAve 6 を使用する

ことで、オンプレミスとプライベート / パブリック クラウド (Office 365、Windows Azure など) のいずれの環境でも、

SharePoint ファームの管理・割り当てを中央化することができるようになります。DocAve 6 を活用することにより、組織

はビジネス生産性を向上し、総保有コストの削減、IT アシュアランスの策定、そしてビジネスコンテンツに対するセキュリティ・

コンプライアンスを導入することができます。 

 

DocAve 6 SP3 の新しい機能は以下の通りです。 

 

コンプライアンス & ストレージ管理 

DocAve アーカイバは、SharePoint コンテンツのフレキシブルなアーカイブにより真のエンタープライズ コンテンツ ライフ

サイクル管理を実現するだけでなく、レコード管理プロジェクトを強化し、コンプライアンスを向上し、総保有コストを削減す

ることができる強力な機能を提供します。DocAve アーカイバは、完全にカスタマイズ可能なルールに基づいて期限切れと

定義されたコンテンツを、SharePoint SQL サーバー データベースから外部の階層ストレージメディアへ移動することが可

能です。DocAve アーカイバを使用してアーカイブされたコンテンツは読み取り専用の不変形式で保管できるため、施行す

るポリシーに則った SharePoint レコードの自動かつ一貫した管理が可能になります。   

 

障害復旧 

バックアップ・リストアの補完製品として、AvePoint では SQL Server データ マネージャー を提供しています。これは

直接 Microsoft SQL Server バックアップからアイテム レベルで完全忠実なリストアを実行し、SharePoint コンテンツ
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の簡単な復旧を実現するツールです。DocAve バックアップ & リストア と合わせて活用することで、コンテンツアイテム単体

から SharePoint 環境全体まで、ファーム レベルのコンポーネント全体におけるメタデータ、セキュリティ設定、バージョン履

歴などの保持を実現し、完全忠実なバックアップ・リカバリーを達成する完全データ保護ソリューションとしてご利用いただけ

ます。DocAve スタンバイ  センター  では、単一インターフェイスから  SharePoint 環境の中央制御を採用、

SharePoint 環境の障害復旧をワンクリックで行うことができ、24 時間・365 日の SharePoint 可用性を確立する製

品です。 

 

ガバナンス 

DocAve 管理センター内の一機能として提供する Policy Enforcer は、SharePoint ガバナンスにおける完全コン

トロールを可能にする製品です。機能や権限、設定などにおける不適切な改ざんなどに対応し、組織ごとに設定するガバ

ナンス ポリシーが SharePoint 環境内のあらゆる作業に対して適用される状況を作ります。Policy Enforcer では 20 

以上のルールが既定で設定されており、サイトの継続的な監視に活用可能です。Policy Enforcer 専用のソフトウェア

開発キット (SDK) を使用することで独自のルールを作成することもできます。 

 

移行 

DocAve 6 SP 3 は、既存システムから SharePoint Online へのステージ型移行に加え、ファイルシェアや 

SharePoint 2010/2007 から SharePoint Online への直接移行にも対応しています。また、EMC 

Documentum や Lotus Quickr から SharePoint への移行、さらに強化されたプレスキャン ツールによる移行時の

問題の事前検知・対応とそのレポート化などの機能を使用することが可能です。 

 

「組織におけるビジネス上の課題は日々変化していきます。AvePoint は管理、ガバナンス、コンプライアンスを強化する

ツールを提供することで、クライアントの SharePoint 環境における可能性を最大限発揮するためのソリューションを実現

していきます」と、AvePoint 主任技術部長 (CTO) George Petrou は話します。「今回、追加された DocAve 6 

SP 3 の新しい機能および強化点は、ビジネス上の課題をクリアし、信頼できるコラボレーションを実現するため前進し続け

るクライアントの助けとなることでしょう」。 

 

AvePoint は、2001 年の設立以来 63 ヵ国で 1 万を超える組織の SharePoint 活用をサポートしてきました。保

護、管理、コンプライアンス、レポート、移行などを実現する強力な製品と 24 時間対応のグローバル サポートにより、

AvePoint は組織が自信を持ってコラボレーションするためのガバナンス・コンプライアンス管理ソリューションを提供し続けて

います。 

 

DocAve 6 SP3 は、2013 年 7 月 31 日よりお求めいただけます。SharePoint 管理 を実現する DocAve 6 

SP 3 の新機能および強化点については、弊社 Web サイト をご覧ください。 
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会社概要 

AvePoint は米国を拠点とするテクノロジー・ ソフトウェア企業 です。2001 年の設立以来、AvePoint 社 はグローバル 

マーケット リーダーとして、ソーシャル エンタープライズ コラボレーション プラットフォームにおけるエンタープライズ クラスのガバ

ナンス・コンプライアンス・管理ソリューションを提供し続けています。AvePoint の企業顧客は Fortune-500 企業や政

府機関を含めて 10,000 を超え、確実なコラボレーションを実現するソリューションを提供することで企業の求めるビジネス

ニーズを実現しています。本社および技術センターをニュージャージー州ジャージーシティに置き、完全所有の営業オフィス

および技術センターは米国をはじめカナダ、オーストラリア、南アフリカ、 イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、スイス、日本、シ

ンガポール、中国に及びます。AvePoint はマイクロソフト認定ゴールド アプリケーション開発パートナーであり、ゴールド認

定 コラボレーション・コンテンツ パートナーおよび米国政府戦略パートナーシップ GSA プロバイダーです。 

AvePoint Japan 株式会社ウェブサイト http://www.avepoint.co.jp/ 

Facebook 公式ページ http://www.facebook.com/avepointjp 

 

 

報道関係者からのお問い合わせ先 

AvePoint Japan 株式会社 マーケティング部 

〒108-0075 東京都港区港南２丁目 4－15 品川サンケイビル 2 階 

TEL：(03) 5783-8633 

Email：MarketingJP@avepoint.com 

 

製品に関するお問い合わせ先 

AvePoint Japan 株式会社 営業部 

〒108-0075 東京都港区港南２丁目 4－15 品川サンケイビル 2 階 

TEL：(03) 5783-8631  

Email：SalesJP@avepoint.com 

 

ここに記載されているすべての製品名および会社名は各社の商標です。 
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